
第３４回北海道高等学校新人陸上競技大会 招集所審判長 戸塚　信
ｽﾀｰﾄ審判長 安田　吉晴・上村　卓
ﾄﾗｯｸ審判長 万年　和紀

【開催日】 2018.9.19-21 投てき審判長 成瀬　頴男

【主催団体】 （一財）北海道陸上競技協会、北海道高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 跳躍審判長 中田　光哉
女  子 【競技場】帯広の森陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 9/20 女子  +1.8 石堂  陽奈 12.00 鈴木くるみ 12.11 工藤聖莉奈 12.19 町井  愛海 12.19 加藤璃里香 12.49 秋山  桜花 12.55 羽二生玲奈 12.69 山崎  未夢 12.81
１００ｍ 北海道･立命館慶祥高 北海道･旭川龍谷高 北海道･北海高 北海道･恵庭北高 北海道･恵庭北高 北海道･函館工業高 北海道･千歳高 北海道･旭川大学高

 9/21  -1.2 町井  愛海 25.45 ｱｼｨしおり 25.77 渡邊  夏鈴 26.01 山崎  未夢 26.03 東海林  夢 26.36 木戸あおい 26.49 坂本  真穂 26.58 越智  遥香 26.84
２００ｍ 北海道･恵庭北高 北海道･北海道栄高 北海道･帯広三条高 北海道･旭川大学高 北海道･遺愛女子高 北海道･旭川大学高 北海道･札幌西陵高 北海道･北海高

 9/19 ｱｼｨしおり 56.47 池田  朱桜 57.71 渡邊  夏鈴 58.20 木戸あおい 58.87 西澤  汐梨 59.53 室谷  有美 59.84 粒見    綾 59.95 戸井田美空 1:01.53
４００ｍ 北海道･北海道栄高 北海道･旭川大学高 北海道･帯広三条高 北海道･旭川大学高 北海道･札幌月寒高 北海道･室蘭東翔高 北海道･北海高 北海道･札幌啓成高

 9/21 戸井田美空 2:15.86 池田  朱桜 2:17.34 室谷  有美 2:20.09 原田  百那 2:22.17 寺山  涼葉 2:23.60 黒川  葉月 2:24.30 西澤  汐梨 2:25.09 大西  世那 2:26.92
８００ｍ 北海道･札幌啓成高 北海道･旭川大学高 北海道･室蘭東翔高 北海道･札幌東高 北海道･市立札幌旭丘高 北海道･士別翔雲高 北海道･札幌月寒高 北海道･市立札幌啓北商業

 9/20 的場  椋子 4:41.81 黒川  葉月 4:42.01 野戸  愛織 4:43.70 寺嶋璃々亜 4:48.62 中村  綾花 4:53.64 竹田萌々花 4:55.24 池長  穂香 4:57.67 古舘  桃奈 4:58.97
１５００ｍ 北海道･札幌東高 北海道･士別翔雲高 北海道･札幌日本大学高 北海道･札幌静修高 北海道･旭川龍谷高 北海道･札幌日本大学高 北海道･北見緑陵高 北海道･旭川龍谷高

 9/21 的場  椋子 10:11.54 寺嶋璃々亜 10:21.13 菊地  結香 10:28.22 井出  宥菜 10:31.87 高橋ななみ 10:40.84 池長  穂香 10:48.84 武田  遥 10:49.70 右代  優月 10:50.70
３０００ｍ 北海道･札幌東高 北海道･札幌静修高 北海道･旭川龍谷高 北海道･札幌日本大学高 北海道･札幌日本大学高 北海道･北見緑陵高 北海道･旭川東高 北海道･別海高

 9/19  +1.3 中山  璃子 14.33 千葉  桃子 14.58 吉野  琉花 15.17 青木萌々花 15.18 佐藤陽菜乃 15.33 栃丸  桃花 15.77 本田  桃子 16.20 兜森  美佑 16.88

１００ｍＨ 北海道･恵庭北高 北海道･立命館慶祥高 北海道･札幌大谷高 北海道･足寄高 北海道･旭川大学高 北海道･石狩南高 北海道･遠軽高 北海道･遠軽高
 9/21 元木  瑞歩 1:03.57 麓  こより 1:04.71 鈴木  彩恵 1:05.46 田尻  真衣 1:06.57 ﾔﾝｸﾞ絵里花ｻﾏﾝｻ 1:06.87 青木萌々花 1:07.01 本田  桃子 1:07.25 岩本  伊織 1:08.75

４００ｍＨ 北海道･北海高 北海道･釧路江南高 北海道･市立札幌旭丘高 北海道･北海高 北海道･札幌北高 北海道･足寄高 北海道･遠軽高 北海道･小樽桜陽高
 9/19 伍楼  もえ 26:39.78 谷口  愛実 29:14.86 糀  怜依奈 29:39.96 朝長  留妃 29:56.66 谷口  果林 31:33.74 平塚    結 31:49.66 平    彩季 32:10.43 二川    愛 34:40.73

５０００ｍ競歩 北海道･函館大妻高 北海道･旭川北高 北海道･札幌東高 北海道･遠軽高 北海道･標茶高 北海道･岩見沢緑陵高 北海道･札幌東高 北海道･函館商業高
 9/21 東海林  夢 1.68 中村  詠美 1.63 若林きらら 1.60 髙田  悠可 北海道･知内高 1.57 笈口  萌優 1.54 渡邉  優紀 1.54 髙橋  涼菜 1.51

走高跳 北海道･遺愛女子高 北海道･帯広南商業高 北海道･恵庭南高 長谷川莉乃 北海道･北海高 北海道･札幌静修高 北海道･北海高 北海道･苫小牧総合経済高
 9/19 若松  亜美 3.00 佐藤  絢音 3.00 廣瀨  智子 2.60 花野  桜花 2.50 山室みやび 2.50 髙橋  侑里 2.40 舘林    菜 2.40 平川  真衣 2.40

棒高跳 北海道･北見緑陵高 北海道･石狩南高 北海道･札幌南高 北海道･札幌白石高 北海道･中標津高 北海道･札幌国際情報高 北海道･石狩南高 北海道･釧路明輝高
 9/20 松田  奈夏 5.55(+0.9) 秋山  桜花 5.40(+0.5) 松村  紗希 5.35(+0.7) 堀    沙衣 5.28(0.0) 辻本しおん 5.14(+1.2) 砂子  真星 5.06(+1.4) 本間  美吹 5.04(+0.1) 矢萩  雪奈 4.99(+1.3)

走幅跳 北海道･立命館慶祥高 北海道･函館工業高 北海道･旭川大学高 北海道･帯広北高 北海道･白樺学園高 北海道･札幌国際情報高 北海道･士別翔雲高 北海道･遠軽高
 9/21 松村  紗希 11.40(+0.1) 根田りりん 11.21(-0.2) 中田  里桜 10.67(+1.3) 佐藤  桃花 10.60(+1.6) 辻本しおん 10.50(+0.4) 本間  美吹 10.46(-0.1) 真下  菜智 10.37(+2.2) 阿部はるか 10.34(+0.5)

三段跳 北海道･旭川大学高 北海道･網走南ｹ丘高 北海道･白樺学園高 北海道･室蘭清水丘高 北海道･白樺学園高 北海道･士別翔雲高 北海道･砂川高 北海道･釧路江南高
 9/21 久保田亜由 13.70 西山  藍那 13.65 加納  弥生 11.20 木幡  遥香 10.94 泊澤まりか 10.83 丹羽  千尋 10.43 鈴木  小絢 10.33 中村  優花 10.11

砲丸投 北海道･帯広農業高 北海道･帯広農業高 北海道･旭川大学高 北海道･網走南ｹ丘高 北海道･函館大妻高 北海道･札幌第一高 北海道･恵庭南高 北海道･えりも高
 9/20 西山  藍那 37.87 加納  弥生 34.79 泊澤まりか 33.81 鈴木  小絢 30.29 若林  佑花 29.83 赤澤  静麗 29.46 今野  楓子 28.54 福岡こころ 28.52

円盤投 北海道･帯広農業高 北海道･旭川大学高 北海道･函館大妻高 北海道･恵庭南高 北海道･市立札幌藻岩高 北海道･札幌南陵高 北海道･市立札幌清田高 北海道･深川西高
 9/19 矢萩  雪奈 42.11 池本    蛍 39.20 渡邊  梨香 38.55 小野寺莉子 36.58 中村  優花 35.54 沖崎  優衣 34.97 山元    萌 33.19 阿部  加鈴 32.41

やり投 北海道･遠軽高 北海道･根室高 北海道･岩見沢緑陵高 北海道･市立札幌藻岩高 北海道･えりも高 北海道･檜山北高 北海道･岩見沢西高 北海道･札幌稲雲高
 9/19 加藤  理華 40.54 植村  菜々 39.31 樋爪ｱﾘｼｱ 38.31 藤田  彩花 36.83 赤澤  静麗 35.13 渡邊  りか 31.50 金澤茉梨亜 30.11 中村  心春 28.27

ハンマー投 北海道･帯広農業高 北海道･遠軽高 北海道･静内高 北海道･帯広農業高 北海道･札幌南陵高 北海道･札幌創成高 北海道･遠軽高 北海道･立命館慶祥高
 9/20 北海道･恵庭北高      46.84 北海道･札幌大谷高      48.84 北海道･旭川大学高      48.90 北海道･北海高       49.01 北海道･北見緑陵高      50.41 北海道･大谷室蘭高      50.47 北海道･釧路江南高      51.05

４×１００ｍ 中山  璃子 佐々木  葵 松村  紗希 武藤  春愛 浦田    葵 小林  樹花 三國  愛梨
御家瀬  緑 吉野  琉花 山崎  未夢 工藤聖莉奈 伊東梨々花 渡邊  侑花 麓  こより
町井  愛海 小澤  菜月 竹内茉由美 村上  潮音 相内  美咲 佐藤  未空 遠田  陽菜
加藤璃里香 稲垣  舞 木戸あおい 山口ひより 若松  亜美 水白  菜摘 白神  荷潤

 9/21 北海道･旭川大学高    3:57.73 北海道･北海高     4:01.36 北海道･札幌大谷高    4:07.06 北海道･市立札幌旭丘高    4:07.51 北海道･北見緑陵高    4:09.20 北海道･釧路江南高    4:09.29 北海道･市立札幌藻岩高    4:12.43 北海道･函館中部高    4:12.73
４×４００ｍ 松村  紗希 山口ひより 道関  未柚 中澤  綾乃 池長  穂香 三國  愛梨 小野寺莉子 長濱  志保

木戸あおい 粒見    綾 向江  綾夏 鈴木  彩恵 伊東梨々花 麓  こより 矢尾夏菜恵 山口  舞子
山崎  未夢 武藤  春愛 大坂なごみ 木村凜々子 横山  明加 遠田  陽菜 岡村みちる 下田  芽生
池田  朱桜 元木  瑞歩 浜路  夏光 寺山  涼葉 浦田    葵 野村  桃花 若林  佑花 瀬川陽菜美


